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５面「催し」の続き

にっぽりフレンドリー
マーケット
日10月４日㈰　時午前10時～午後
５時　所日暮里駅前イベント広場
内各地域の名物アート・クラフト作
品・手作り品・雑貨・民芸品・家庭
内リサイクル品の販売
問サンマークシティ日暮里商店会・
藤田☎０９０（２４２７）７６０９

介護フェア2015
　直接会場へお越しください（手話
通訳があります）。
日10月16日㈮・17日㈯　時午前９
時～午後４時30分　内最新福祉用
具の展示・試乗・体験、介護知っ得
ツアー、楽しいデイサービスのいろ
いろ認知症相談会、小規模多機能っ
て何？、あら坊・あらみぃの撮影
会、スタンプラリー、チャリティー
抽選会　所・問アクロスあらかわ
☎（３８０３）６２２１

男性介護者交流会
日10月17日㈯　時午後３時30分か
ら　所山吹ふれあい館１階和室
￥1500円　申オヤジの会（荒川区
男性介護者の会）・神達
☎０９０（８９４９）０５００

隅田川ルネサンス事業
威風Ｄ

ド ー ド ー

ｏＤｏ
　一般公募の出演者・アーティス
ト・ミュージシャンがピクニックの
形式のパフォーマンス公演を行いま
す。
日10月12日㈷　時午後４時～５時
30分　所汐入タワー周辺（都立汐
入公園内）　￥2500円

問一般社団法人谷中のおかって
☎（６６７１）１５２５

講演会「つくし世代ってな
に？楽しみながら地域と関
わる」
日10月24日㈯　時午後２時～４時
30分　所アクロスあらかわ　人ボ
ランティアや地域活動に若い世代を
取り込みたい方、これから活動をし
てみたい方、60人（事前申込制）
講「つくし世代」著者・藤本耕平氏
ほか　申・問荒川ボランティアセン
ター（荒川区社会福祉協議会内）
☎（３８０２）３３３８
vorasen@arakawa-shakyo.

or.jp

荒川区文化祭
「詩吟と剣詩舞の大会」
日10月11日㈰　時午前９時45分～
午後６時　所日暮里サニーホール　
主管荒川区吟剣詩舞道連盟
問生涯学習課☎内線３３５５

荒川区文化祭「区民囲碁大会」
日11月３日㈷　時午前10時30分対
局開始（受け付けは午前10時から）
所ムーブ町屋
◆大会の部
　日本棋院棋士９段マイケル・エド
モンド氏の指導と解説があります。
人区内在住・在勤・在学、区内で対
局している方、150人（申込順）　
※当日会場でも受け付け　￥2000
円（小・中学生と80歳以上の方は
1500円）
◆荒川区棋聖戦の部
人五段以上の有段者、32人（申込
順）　￥2000円
　……………………………………
申区役所３階生涯学習課、各ひろば
館・ふれあい館等で配布する申込書
または荒川区ホームページをご覧く
ださい　主管荒川区囲碁連盟
問生涯学習課☎内線３３５５

史跡めぐり
「おぐの細道と観月会」
　尾久の史跡を訪ね、区指定文化財
等を見学し、碩

せきうん

運寺で観月会・会食
を行います。
日10月25日㈰　時午後２時30分～
７時30分　人30人（申込順）
￥2000円　締10月16日㈮
申荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４

あらかわてくてく散歩
　尾久八幡神社、温泉・花街・三業
地等、尾久地域を散歩します。
日10月26日㈪　時午後１時30分～
４時30分　集合場所荒川遊園前交番
前　人20人（申込順）　￥500円　
締10月９日㈮必着　申はがき・フ
ァクスで、４面上段を参照し①と代
表者の②～④の記載事項⑤年齢・⑥
ファクス番号（③・⑤は参加者全員
〈４人まで〉）を、〒116-0002荒川
区荒川２-１-５セントラル荒川ビ
ル９階東京商工会議所荒川支部内あ
らかわ観光ツーリズム連絡協議会へ
☎（３８０３）０５３８
FAX（３８０２）２７２９

アラカワ・セントポールズ・
クラブ講演会「世界とつなが
る荒川区の可能性～外国人を
迎え自分たちも世界へ出かけ
るダイナミックな町づくり」
日10月27日㈫　時午後６時～７時
30分（開場は午後５時30分）
所ホテルラングウッド２階飛翔

しょう

の間
（東日暮里５-50-５）　人区内在
住・在勤・在学の方、100人（抽
選）　講立教大学観光学部教授・村
上和夫氏　締10月７日㈬必着
申往復はがきで、４面上段を参照し①
～④の記載事項と⑤年齢を、〒116-
0003荒川区南千住３-４-５アラカ
ワ・セントポールズクラブ事務局・竹
内へ☎（３８０５）２６３１

あらかわ絵手紙コンテスト
　暮らしのひとコマ・街の身近な風
景等、描くテーマは自由です。
部門・大きさ▶はがき部門・こども部
門（中学生以下）…はがきサイズ　
▶フリー部門…サイズ自由
締11月30日㈪
※応募方法等詳細は、町屋文化セン
ター、各区民事務所・区立図書館等に
ある募集要項をご覧ください
問ＡＣＣ☎（３８０２）７１１１

官公署

東京都シルバーパスのお知
らせ
　都内在住で、満70歳以上の希望
する方に、都営交通・都内民営バス
等が利用できる「東京都シルバー
パス（有効期限は平成28年９月30
日）」を発行します。
必要書類▶健康保険証または運転免
許証　▶介護保険料納入（決定）通
知書または住民税非課税証明書（平
成27年度住民税非課税の方のみ）
または住民税課税証明書（平成27
年度住民税課税でも前年の合計所得
金額が125万円以下の方のみ）
￥▶平成27年度住民税非課税・平
成27年度住民税課税でも前年の合
計所得金額が125万円以下の方…
1000円　▶上記以外の方…２万
510円　問東京バス協会シルバーパ
ス専用☎（５３０８）６９５０
※㈯・㈰・㈷を除く、午前９時～午
後５時

清掃工場個人見学会
日10月10日㈯　時午後１時30分～
３時　人50人（申込順）　締10月８
日㈭　所・申北清掃工場（北区志茂
１-２-36）
☎（３５９８）５３４１

※生まれ月が出産予定日より早かったお子さんは、ご相談ください

講座名 期日 受付開始日 対象 
ごっくん期
(４・５か月児向け) 11月30日㈪ 随時 区内在住・在勤で平成27年６月・

７月生まれのお子さんのいる方
 離乳食の話と試食、スキンケア、歯の手入れ（試食用のスプーンを持参してください）

もぐもぐ期
(７～９か月児向け) 11月24日㈫ 11月２日㈪

区内在住・在勤で平成27年２月
～４月生まれのお子さんのいる
方、50人(申込順)

離乳食の話と試食、事故予防、歯の手入れ（試食用のスプーンを持参してください）

かみかみ期
（11～13か月児向け) 11月17日㈫ 10月19日㈪

区内在住・在勤で平成26年10月
～12月生まれのお子さんのいる
方、50人（申込順）

 幼児食の話と試食、遊び方、歯の磨き方
（試食用のスプーンとお子さんの歯ブラシを持参してください）
イヤイヤ準備期
（１歳３か月～１歳９か
月児のお母さん向け)

11月９日㈪ 随時 
区内在住・在勤で平成26年２月～
８月生まれのお子さんのいる方、
30人(申込順) 

子どもとの関わり方とお母さんの心と体の健康、歯の手入れ、ヘルシーメニューの
実演と試食（試食用のスプーンとお母さんの歯ブラシを持参してください）

　お子さんとご家族の健康を応援する教室です。
時間　午後１時30分～３時
会場　がん予防・健康づくりセンター地下１階
申込み・間合せ　健康推進課　☎内線４２３

会　場　がん予防・健康づくりセンター
問合せ　健康推進課　☎内線４３２1010月月のの健康相談健康相談

こころの健康相談こころの健康相談（予約制）（予約制）　会場・問合せ　障害者福祉課（区役所１階）　☎内線２３７７

出張育児相談出張育児相談 健康推進課　☎内線４３２
地域 会場 期日 受付時間

南千住 汐入ふれあい館  ２日㈮
午前９時45分

～10時45分南千住駅前ふれあい館 21日㈬
町屋 荒木田ふれあい館 19日㈪

地域 会場 期日 受付時間
尾久 尾久ふれあい館 13日㈫

午前９時45分
～10時45分日暮里 東日暮里ふれあい館  ５日㈪

西日暮里二丁目ひろば館 26日㈪

種別 期日 受付時間
４か月児健診
平成27年６月生まれ

15日㈭・22日㈭・
29日㈭

午後１時
～２時15分

１歳６か月児健診
平成26年３月生まれ 21日㈬・28日㈬

３歳児健診
平成24年９月生まれ ７日㈬・14日㈬

母親学級（妊婦） ９日㈮・16日㈮・
23日㈮

予
約
制

午後１時30分
～４時

ママの心の相談
 １日㈭ 午後１時15分

～２時45分

15日㈭ 午前９時30分
～11時

種別 期日 受付時間
受託健診
（事業所従業員）  ６日㈫

予
約
制

午後１時～

歯科衛生相談
（３歳未満児）

 ２日㈮・ ９日㈮・
23日㈮・30日㈮ 午後１時

～３時障がい者歯科相談  ６日㈫・13日㈫

栄養相談
 １日㈭・ ８日㈭・
15日㈭・22日㈭・
29日㈭

午後１時30分
～３時30分

健康相談 随時 午前９時
～午後５時エイズに関する

相談・検査
専用電話
☎(3805)9467

相談 随時

検査 14日㈬
（予約制） 午前10時～11時

種別 期日 相談時間

こころの一般健康相談

13日㈫
午後２時～３時30分15日㈭

23日㈮
28日㈬ 午後１時30分～３時

種別 期日 相談時間

薬物・酒害相談  ７日㈬ 午後２時30分～４時
21日㈬ 午後１時30分～３時

思春期・青年期こころの専門相談  ５日㈪ 午後１時30分～３時ひきこもり心理相談  ８日㈭

難病検診と歌謡曲を楽しむ会 会　場 荒川区医師会館（西日暮里６－5－３）
期　日 10月18日日 費　用 無料

　難病患者の方・ご家族・介護者のほか、誰でも参加で
きます。直接会場へお越しください。
 時　間  午後１時30分～３時
 出　演  歌手・安倍里葎子氏（写真右）
 費　用  無料

歌謡曲を楽しむ会午後の部
　膠原病と診断された方や疑いのある方（手足のしびれ・ふるえ、筋力
低下、脱力、言語・飲み込みの障がい等の症状のある方）の相談を、保
健師・ケースワーカー・在宅療養者等が受け付けるほか、専門医が診察し
ます。申し込みのうえ、お越しください。　※希望する方は送迎します
 時　間  午前９時～正午

神経難病・膠
こう

原病検診午前の部

申込み・問合せ 荒川区医師会　☎（３８９３）２３３１　※㈪～㈮午前９時30分～午後４時30分
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